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巻頭のご挨拶

『若い芽に寄せる』

四日市市教育長　佐　々　木龍　夫

明日の社会を担う青少年を心豊か

に育てることは､社会の責務であり､市民共通の願いであることは言うまでもあ-ません｡

しかし､急速に進む都市化･高度
情報化･核家族化･少子化等､将来ある青少年を取-巻-昨今の状況は､自然発生的な集団における活動や自然体験･生活経験の機会を減少

させ､人としての成長に必要な社会性･協調性･自立性等が十分に育まれない状況をつ--出しています｡

そこで､学校教育以外での青少年

の活動の場の提供やその確保は､青少年の健全な成長にとってこれまで以上に必要であ-､非常に大きな意味を持ちつつあります｡
こうした状況とともに､また平成

十四年度からの完全学校週五日制の実施に伴い'地域活動や文化活動の場への青少年の参加がよりいっそう期待されるところです｡そこで､四日市市教育委員会では､青少年自身が主体となる活動が展開しやすくな

るよう'地域社会での文化環境づ--を民間と行政が協働して図る必要を感じています｡

こうした中で'毎年｢子供芸術劇
場｣　｢青少年の為の芸術鑑賞会｣を開催し､成長期にある青少年たちに芸術を鑑賞する機会を確保しているところですが､そこで得た新鮮な感動を次の行動､活動に連動させるためには､永年の間文化活動に携わっておられる皆様方からの温かいご助

一言'ご指導をいただきながら'豊か
な人間性や多様な個性を育むことが大切だと言えます｡

また'すでに青少年の文化活動を
されている団体のみなさまには､仲間とのさまざまな活動を通して､健全な青少年の育成に欠くことができない協調性や社会性の育成に'より

一層のご協力を賜-ますことをお願いいたします｡



シリーズ･訪問レポート　(舞踊Ⅲ部門)

『小原芳美バレエスタジオ』

-　感性豊かに'

初花月'まだ春浅き日｡小原芳美バレエスタジオをお訪ね

しました｡
｢4年生のこのクラスは週3回のレッスンで､素敵に踊-たい!という夢や､この役をやりたい!という目的を持っている子が多-'一番成長する年代ですね｡子供たちの熱気に背中を押されてがんばる--みたいなところもあるんですよ!｣

紫紺のレオタードで､にこやかに

迎えて-ださった小原先生｡現在百名余の生徒を持ち､4地区で活動｡また助手として'3年生で入門され現在バレエ･ミスーレスの赤瀬さんが'指導をしておられます｡

世界のプリマをめざして　-｢ウチの場合はコンクールに出ると
かだけでな- ､感性豊かで美しいものに感動したり'優しい心が育つ､そんな人づくりのために技術プラス情緒的なものを大切にしております｡クラシックバレエ作品は勿論ですが､創作にも力を入れています｣｡｢先回の公演で　『海のお-りもの』

(諌早湾の干拓の問題)　をや-まし
たが'幼児科4･5歳の子供たちに､絶滅に苦しむカニやムツゴロウの役にな-きらせ､踊りの意味を伝えていく--大変でしたが終わった後に､鑑賞された方々から､感動で涙が出ました!というお声を頂き､本当によかったと思っています｣

来年二十周年を迎えられると聞

く｡｢最近はレベルの向上が見られて'中央で活躍する子や海外へ羽ばた-子を--そんな可能性も出てきたかナ-と--｣

ガラス越しに､帰-を待つおかあ

さん達に伺いました｡
｢先生のお人柄に惚れ込んで--｣｢子供のお陰でバレエの魅力を知る

事ができ'楽しみが増えました!｣親子共々夢を追い続ける明るいパワーに又々感動しました｡〔石松〕

ピックアップ①

夢は日本縦断コンサート

津　軽　三

津軽三味線演奏家｢民謡義結会座
長｣　で作曲家でもある父松永義仙氏の指導を受け､本格的に取り組んで兄訓明　(二四)　はまる二年､洋楽バンドからの転進｡弟兼次　(二一)　は六年のキャリア｡二人とも幼い頃から父の演奏を聴いて育ち､三味線を手にしたのは小学校四年生頃とか｡

二〇〇一年一月兄弟ユニットとし

て演奏活動を開始｡昨年は三〇回余の演奏会と､全国津軽三味線大会の決勝まで進出｡今年は三月末ですでにl四回｡菰野町の成人式､地元のテレビやラジオにも出演した｡

出演範囲は今のところ東海三県

味　線

KUNI-KEN兄弟

だが､夢は日本全国縦断コンサートで､インターネットでも情報発信しており'活動の場を広げていきたい｡また､世界の優秀な民俗楽器にも引けをとらない津軽三味線の魅力を'より多-の人に浸透するような活動をしていきたいとのこと｡

兄は社会人､弟は学生で'違った

タイプの個性を持ち､演奏方法もそれぞれに特色はあるが､血の繋がった兄弟ならではの演奏の妙と技術の向上を心がけ､自宅での毎日の練習は欠かしたことがない｡

演奏内容は､津軽三味線の伝統曲

(津軽じょんがら節'あいや節､三

下がり'他)･創作曲･世界の民族音楽　(アラベスク'祭-､sIMA･UTAt他)･現代音楽との融合　(六段･飛躍)･フォークにロック･アドリブ演奏と幅広-､時にはギターを弾-感じの演奏も取り入れ､高齢者から若い人まで､幅広い層に受け入れてもらえるよう努力しているとのことでした｡　〔加藤〕



ピックアップ②

お諏訪おどり保存会･子供部
保存会初代会長清水武さんに'お

諏訪おど-の由来や子供部について伺ってきた｡

水沢地区は昔から水不足に悩まさ

れてきた｡村の庄屋辻久善は､内部川から港濫用の水を引-計画を立て､村人と共にその工事を進めたが'川向こうの村から水争いの訴訟が起こされて､単身江戸に赴き長期に亘って解決のために尽力し､幕府役人の実地検分の結果やっと水沢の勝訴となり'着工後20年を経て　｢瀬戸用水｣が完成した｡

辻久善の没後'足見田神社の南方
に弼られていた諏訪社で'お礼おどりを奉納したのが'水まつ-｢お諏訪おどり｣　の起源とされている｡

今から二百八十年程前の享保5年

のことである｡その後､諏訪社は足見田神社に合配され｢辻久善命｣として祭神に加えられている｡

時代の変化によ-途絶えた時期も

あったが､貴重な郷土芸能を継承する為に､昭和四十年保存会を結成Lt昭和六十二年には子供部も設けられ'現在は水沢小学校｢和太鼓クラブ｣の児童三十三人で編成されている｡

お諏訪おど-は､県内は勿論東京
など各地の郷土芸能祭に招かれて踊-を披露している｡子供らも辻久善の徳を偲んで､毎年七月三十一日､足見田神社境内で行われる　｢水まつり｣　に参加しているが､踊-終えて拍手を送られると'スター気取りで

満足そうだとのこと｡

保存会も常に役員や指導者の若返
りを計-､影でいろいろご苦労されておられる様子が感じられた｡

こんな素晴らしい伝統が'いつの
世までも引き継がれることを心よ-祈っている｡〔本郷〕

ピックアップ③

フリースペース

四日市市諏訪栄町の一隅にある古

びた門を入ると'戦災に焼け残った蔵と棟続きの民家があり'縁側から小さな庭園が見える'落ち着いたホッとする場所で､画家鷺見麿(本名雅次)　さんが中心となって､障害を持った子や不登校の子等が集まる､
｢めだかの学校｣はあります｡

平成13年11月に開設されたば

かりで'毎週火･金･土･日の午後が開校日､現在30人位の人達が集まっています｡

その中心の画家鷲兄さんは､結婚

されお子さんが生まれて､子どもに何時も親が側に居てやるのが必要だと､中学教師の奥さんの勤めが続けられるよう'主夫として家事･育

｢めだかの学校｣児･近所付き合いなどを一手に引き受け'一方で保育園保護者会会長･pTA活動･地区社協活動にたずさわり､障害者との交流の時にダウン症の子どもと出会って､感ずるところがあ-､障害を持つ子どものための絵画教室を県内6ヶ所で開いておられます｡そして　｢これら

いて蔵の中で公演し､地域の若者も多数集まり､車椅子の人も来場して大盛況だったと言うことです｡4月から新たな会員を募集し､親も子も､気軽に立ち寄れる憩いの場所にするために頑張るそうです｡

ところで､｢めだかの学校｣　の名

前の由来は､昔はどこにでも居たメダカが､今は農薬や河川改修などで殆ど姿を消してしまったが'そのメダカのような弱-小さな魚も､元気で自由に泳ぎ回れるような社会を'との願いをこめたのだそうです｡

今後､ハンデ-を持った人達と地

域の青少年達とが自然に交流でき､

の地域活動は'ぼ-の貴重な財産だ｣と思っていられるそうです｡

今年1月には'劇団｢来知｣を招

学びと安息の場として活動が続けていけるよう切に願っています｡行政の支援もスポンサーもない中での'善意の活動が実を結ぶよう皆様のご協力をお願い致します｡　〔初田〕



四日市おはなしの会｢赤とんぼ｣
子供達に内外の昔話や童話を語-

掛け'子供達が静かに聴-ことで集中力･想像力･創造力を身に着け､読書好きな子供に育つことを願っ

四日市子どもの本研究会子どもたちに良い本をと願って'

ガイド役たる大人たちが'子どもの本　(児童文学)　について幅広-勉強

て'平成3年9月に結成しました｡7名の会員は月例会の他､津や名古屋の研修会にも参加し'毎月の発表会や春･夏･冬休みのお話会の他､幾つかの小学校･保育園などへ走

を重ねています｡

結成は197

t l　1年3月で､数
.Hi

期･要請時の訪問活　T.動も行っています｡

年前冊子　｢25年の歩み｣　(46頁)を発行しました｡

現在の会員は

趣旨に賛同する大人23名で'毎月第3土曜午後､図書館で研究会を行ない､特に

l一∴
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中部読み聞かせサークル子どもたちへの'絵本の読み聞か

せを通じての自己研鐙を目的として､20年程前から活動を始めました｡

現在'6名のメンバーで市立図書

ーii..ほほ･_

お話しを語りたいという仲間'お話しを聴きたいというグループは､お知らせ-ださい｡
〔連絡先〕　〒510･0088

元町11･10　　　奥村光子

℡52･2730

発表の場は設けてお-ませんが'会員による児童文学のふるさとへの旅行を､続けています｡
〔連絡先〕　〒510･0085

諏訪町10･3　オフィス･ウカイ鵜飼新平　℡･F56･0734

館やあさけプラザにて､5-10名の子どもを相手に読み聞かせを続けております｡絵本は一服の清涼剤で'心に優しい風を吹き込んでくれます｡

このよろこびを'子どもたちにも

ぜひ伝えたいものです｡
〔連絡先〕　〒512･0912

三重2･39　　　　中村礼子

℡･F31･9763

ふたば会児童画教室子供のいろいろな心の動き､想い

を､絵をとおして自己表現する場にしたいと願い､昭和33年頃から教室を始めた｡現在､指導者5名'助手2名､幼児と生徒計50名｡

毎月3回､土曜の午後'幼児と生

ロ　ー　ズ　童　画　会子どもたちの情操教育を目的にし

て､昭和40年4月から活動を始めました｡

現在は指導者2名で生徒は小学-

ヨ-コさんのピーハウス
美しいものを見て感動する心'絵

を描いて楽しいと感じる心を大切に

徒に別れて稽古をしています｡

定期的

な発表の場は､あ

#39回　　　　　　　　　　　　2002

ふたば会児童画展

&　千　千　r]　子書　角　_　ZF　■
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さけプラザで春･秋の文化団体協議会文化祭の時｡本来子供の持っている美的感覚や想いを'色々な技法を通して引き上げてあげるよう努めて

年生から6年生までが絵を描きに来ています｡

お稽古の場
所は桜のローズ幼稚園の保育室で月3回土曜日の午後に行なってお-ます｡

して'一人一人がその人らしく､自由にいきいきと生きることを目口指して､1997年3月から絵のお稽古を始めました｡

現在､指導

者-名で'生

いる｡
〔連絡先〕　〒512･8055

か　お

あさけが丘

一･179　山口香魚
℡･F37･1359

定期的な発表は3月中旬に文化会
館の第4展示室で行なっています｡

〔連絡先〕　〒512･1211

桜町534　　　山田孝文

℡26･2579F26･2606

徒は子ども23名､障害児3名､大人6名で､火･水曜午後が子ども､木曜午前に大人の練習で､個人レッスンも行ない'市民文化フェスティバルなどで発表しています｡
〔連絡先〕　〒510･0944

笹川-･255･3　位田曜子

℡･F21･4795



さんせい

三　　　　省
書道サークルとして昭和39年4月

に発足致しました｡

現在の正会員は2 5名で､

ている大人は約200名､

字を習っ児童は約

フリースペース一めだかの噂亮ビハンディを持つ人や不登校､ひき
こも-などの悩んでいる人たちが､楽し-集えることを目的として､平

250名です｡

幾つかの教室

を持ち'練習の目時はそれぞれ卿‰の教室により違います｡

内容としては漢
字･調和体･仮名などの芸術書道･日常書道と幅広-堰-組んでいます｡

主なる発表としては､毎年3月下
旬に文化会館で｢書作展｣を催し､市民文化祭などにも参加しています｡

〔連絡先〕　〒512･8046

あかつき台2･1･142　花井高峰

℡38･0084F53･2874

成13年11月に'旧東海道沿い諏訪栄町の一郭に開設しました｡

毎週火･

金･土･日曜の午後に開校し30人前後が出入りしています｡

将来へ　の

KUNI-KEN

津軽三味線の技術向上と浸透を目
指してKUNIIKEN兄弟ユニッーを､2001年1月に結成し､本格的な演奏活動に入-ました｡

指導者-名'青年2名(親子)で､

色々な夢や期待を持って頑張っております｡皆様のご理解とご支援をお願い致します｡
〔連絡先〕　〒512･1202

あがたがR3･15･11　鷲見麿

℡･F26･5517

毎日欠かさず自宅で練習に励んでいます｡

血の繋がっ

た'そして個性が違う兄弟でしか出来ない演奏を伝えたいと願い'依頼に応じ東海三県各地で演奏活動を展開中です｡
〔連絡先〕　〒510･0017

羽津町8･9　　松永義武

℡･F31･0240

長唄四稀の会

邦楽の長唄をもっとよ-知っても

らい､子供でも唄も三味線も出来ることをわかってもらいたいと､数年

あずまかい

あずま太鼓　(東会)
子供達に和太鼓の楽しさを教え､

日本文化の素晴らしさを伝えたいと､平成元年3月に結成しました｡

前から子供達とす都　(山内京子)宅で練習をしておりましが､発表の場を求めて文化協会への入会を機に'平成13年1月　｢潤稀の会｣　を結成しました｡

今は､大人

3名､小学生3名が会員で､

き　ね　や　T<-　ち

会主･稀音家六知
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現在､指導者8人､青年10人'少年少女45人で'月2回の日曜に海蔵小学校で練習しています｡子供達も大人の迫力と感動を目指して頑張っており､海蔵小学校始め幾つかの学校'市民

四日市諏訪太鼓振興会戟後に四日市のまつ-を復活させ

るためと'子供の育成のために､信州諏訪に太鼓演奏を学び､昭和3 8年4月には振興会を設立し普及に努めている｡

現在は子供

1 8チーム､大人20チームが活動し､演奏者は約千名にのぼる｡

最寄-の小

学校､公共施設で練習し'

文化祭などで演奏しております｡
〔連絡先〕　〒512･0912

三重8･7　　　山内京子

℡32･1270

文化祭､ボランティア大会などで演奏を続けています｡ご希望があれば､太鼓持参で指導に出向きます｡
〔連絡先〕　〒510･0804

万古町7･13　　東克利

℡090･1788･4157

大四日市まつ-の他､市の記念事業や各種イベンーにも出演し､地区や町の子供会太鼓活動支援や学校のクラブ活動指導も行っている｡
〔連絡先〕　〒510･0085

諏訪町2･5　　四日市商工会議所内

川北悦男　℡52･8191



お諏訪おどり保存会子供部昔'水不足で苦しむ水沢地区を扱
うために､艶難の末｢瀬戸用水｣を引-中心となった庄屋･辻久喜を顕彰する　｢お諏訪おど-｣を'伝承するために昭和62年6月｢子供部｣を

四日市少年少女合唱団合唱団活動を通して､色々な友達

との協調性を身につけ､合唱音楽を

四日市ぞうれっしゃ合唱団子どもの幸せと平和を願う歌を､

大人と子どもが集い歌う目的で､平

結成｡

現在指導者

5名､少年1 5名'少女18名｡

毎年7月30

日に､足見田神社境内で奉納される'｢水まつり｣　に備えて､7月20日から毎晩神社で練習｡各

楽しみながら､を創り上げる喜びを知って貰いたいと願い､1976年4月に結成しました｡

現在'指導者

3名で団員は百名'毎週土曜の午後､ジュニアとシニアに分けて練習し､毎年12月に定期演奏

みんなで一つのもの

成7年3月に結成｡

現在､指導2､

ピアニスト2'子ども8､大人1 2'計24人で､月2回'日曜に練習し､秋に行われる三重のうたごえ祭典や特養ホーム訪問など数々の場で発表し

地の郷土芸能祭にも出演｡
〔連絡先〕　〒512･1105

水沢町1005　　清水武

℡･F29･2515

会を行ない､また2-3年に一度は海外での交流演奏にも出掛けています｡団員募集中｡
〔連絡先〕　〒512･0931

浮島2･5･6　　水谷由佳子

℡･F22･0558

ています｡聞いている人にメッセージを伝え､聞いて元気になって貰うことをモッー-に活動していますが､子どもも大きくな-クラブ活動などで減少傾向､入団を歓迎します｡
〔連絡先〕　〒510･0001

八田2･6.26　　竹田美喜子

℡･F33･7409

風の谷ウインドアンサンブル音楽を通じた集団活動経験で､自
己を向上させ'地域文化へ貢献する目的で､2000年2月に結成した'

四日市ジュニア･アンサンブルシンセサイザーを中心として､鍵
盤ハーモニカ､リコーダー､ハンドベルによる合奏やコーラスを楽しむ

中日マリンバキッズ
マリンバによる家庭音楽･社会音

若いメンヾノーによる市民吹奏楽団です｡

現在､

指導者2名､団員82名で毎金曜夜に文化会館

で練習しています｡第1ホールでの定期演奏会をはじめ演奏の場を拡げつつ､地域の方々に愛されるよう頑張っています｡
〔連絡先〕　〒510･0806

本郷町11･4･205　増井宣之

℡･F33･2962

活動を通して､豊かな心と協力の精神を培い'生涯に一旦り音楽を愛し続ける'子ども達を育てる目的で､1988年1 1月に結成｡幼稚園児から中学生までの団員50名を2人で指導していま

す｡練習は毎土曜日で'2月の定期演奏会'県や市の各種イベンーや海外でも演奏しています｡
〔連絡先〕　〒512･0934

川島町6200･48　白井良昭

℡･F22･6722

楽の向上と'情操教育を目指して､1960年から活動を始め､現在5ヶ所の教室で80名余の子どもたちを､7名で指導しています｡

主な発表会

は'春のマリンバコンサート'秋のマリンバフェスティバル､全国選抜マリンバ大会などです｡
〔連絡先〕　〒510･0958

小古曽4･6･43　　田罵玲子

℡･F46･4141



マリンバトリオ･ジユティムマリンバ音楽の普及と､生の演奏
を通しての情操教育､そして心豊かな生活の一端を担うことを目的に､1991年に若手指導者によりマリンバアンサンブル∴ンユティムを結

リトミ　ック音楽院平成元年10月創立の当学院は､音
を使う教育法で幼児の集中力を高める人間教育や､ピアノ･レッスン'そして指導者養成も行っています｡

演劇サークル　ゼロ劇団うりんこ創設者のしかたしん

先生のご指導のもとに､子供向けの

成｡現在は3名で'あらゆる年齢層の方々にも楽しんで貰えるレパートリーを持ち'依頼に応じ各地で色々なイベンーで演奏しており､事前検

指導者はリトミック科'ピアノ科､ダンス科
(ヒップ･ホッ

プとジャズダンス)　合計14名
(内､国際免許

取得者5名)で､生徒数は約20

I:r _-一芸-ニー_

討用にライブビデオ貸出しもしております｡
〔連絡先〕　〒510･0958

小古曽4･6･43　　田蔦玲子

℡･F46･4141

o名です｡レッスンは当学院で行い'3月のリトミック発表会､7月のピアノ発表会を文化会館などで催し､ピティナ･ピアノコンクールでは毎年優秀賞を頂いています｡
〔連絡先〕　〒510･0802

三ツ谷町15･22　リトミック音楽院

℡･F33･6424

お芝居'朗読劇の上演を目指し､いつまでも輝いていたい主婦8名で､平成元年3月に結成しました｡金なしコネなし才能なしのゼロをモットーに､毎週木曜に文化会館で楽し-練習を重ね､幼稚園･

∫-__-__;_ _,.._t硯
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子供の家･各地区市民センターなどで活躍してお-ます｡団員並びに出演依頼募集中｡
〔連絡先〕　〒510･0981

日永西-･13･38　　青木律子

℡･F22･6566

･ト.,　　　　hノ

演　劇　　｢　来　知　｣高校演劇のOBを中心に､演劇に

触れ､演劇を知り'演劇と共にありたい若者1 7名(1 7-26歳)　で､2000年1月に結成した劇団です｡

毎週月･

水･金の夜に諏訪栄町にある　｢めだかの学校｣で練習しています｡現在は市内で年2-3回の自主公

四日市市まんなか子ども劇場親は我が子が思いやりがあり､判
断力のある自立した子に育ってほしいと願っています｡私達は学校では習えない､文化芸術体験などを通して､自分を大切にし､他者を認める

三脚地区子ども劇場センター子どもたちの社会経験や社会参画

の機会を拡げ､のびやかで豊かな子ども時代を過ごせる環境づ-りを目的に1999年6月に設立しまし

演を行っています｡

やる気の有る人なら年齢･経験を
問わず団員募集中です｡みなさん､ぜひ公演を観にきてください｡

〔連絡先〕　〒510･0951

日永4･16･17　　北畑直二携帯090･7618･0096

人になれるように良質の演劇観賞を'高学年の親子･3才以上の親子対象に､それぞれ年4回､文化会館で開催しています｡

創立は平成3

年11月ですが､

た｡

具体的には表
現ワークショップとして､一つの目標にプロと共に創る舞台表現活動を通し､ありのままの自己表現､他者へ

現在の会員は480人です｡また､月2回'南中学で､ソ-ランを踊る集いもやっています｡
〔連絡先〕　〒510･0089

西町15･16　　竹尾淳子

℡･F51･6670

の配慮､達成感などを体得できるよう､来年3月には劇団パノラマと
｢エデンの東｣を公演します｡会員

は小学生･中学生･高校生･大人合計で1200名｡
〔連絡先〕　〒510･0089

西町15･16``-S地些Lども劇場センター

℡･F51･6367



体験ひろば･こどもスペース四日市子どもの全人的成長を願い､文化

芸術体験など子どもに様々な体験の場所を提供すると共に'子育て支援

石井アカデミー･ド･バレエ昭和2 8年4月､四日市にバレエの

教室を開いて以来､

生徒の育成と共

も行いたいと2001年9月に会員500名で結成しました｡

子どもた

ちが思いっ切り心も体も解放できる　｢あそび

に'地域の皆さんにバレエの理解と愛情を深めて貰えるよう､クラシック･バレエの代表作や創作バレエの上演を継続してきました｡現在､幼児から中学生まで80名'高校生･成人85

宇治原光舞踊研究所現代舞踊　(モダンバレエ､モダン

ダンス)の技術向上と創作を目的に､昭和32年4月名古屋で研究所開設｡四日市では約50名の会員が'三ヶ所の教室で､児童科は柔軟な身体とリズム感を育て､想造力と豊かな表現力を育むよう指導し､本科では基本的な動きから､より高度なテクニックまで､楽し-自由に身体を動かせ

の国｣　や'登り窯体験､若いお母さんが子育てのベテランと相談できる
｢あべっ-ままん｣'舞台鑑賞など

色々な事業をやっております｡
〔連絡先〕　〒510･0944

笹川8･43･2　こどもスペース四日市

℡･F21･0883

名の生徒を､7箇所の練習場で5名が指導し､毎年6月の津'1 1月の四日市での定期発表会､県民･市民文化祭にも出演しています｡
〔連絡先〕　〒510･0076

堀木2･19･11　　石井　亨

℡･F52･0958

るよう練習に励んでいます｡毎年5月の研究所主催発表会､現代舞踊協会中部支部の催し'津や四日市市での公演に参加しています｡
〔連絡先〕　〒467･-0059

名古屋市瑞穂区軍水町2･65･5　宇治原光

℡052･833･1605

ト‥卜

越智インターナショナルバレエクラシックバレエを通しての情操
教育を目的に､1949年6月名古屋にスタジオを開設｡四日市の安島スタジオは週3回開かれ､子供1 6名'

小原芳美バレエスタジオバレエのレッスン･公演を通じて

の青少年の技術修得･情操教育を目的にして､1983年に創立｡

現在､指導者2名､

青年1 0名'少

大人30名を､3歳から成人まで年齢やレベルに合わせたクラスで､キエフから招いた教師も含め1 7名の中から指導に当っています｡四日市･桑名合同での毎

年の定期公演'名古屋地域での年数回の定演や各地の芸術祭などで公演しています｡
〔連絡先〕　〒451･0043

名古屋市中村区佐古前16･41
越智インターナショナルバレエ

℡052･481･4488

女100名｡隔年7月に文化会館での発表会､市民文化祭や地域行事への出演､そして病院慰問･交流も行っています｡又'学年別のレッスンを実施､子供向け

玉田弘子モダンダンスグループモダンダンス-日々ダンスをクリ

エー-しながら､発展し能力を高めるためのスタジオを､1985年5月に名古屋に設立｡四日市でも金曜午後に中日文化センターで指導しています｡生徒は少年少女26名'大人2 1名で､毎年12月に定期公演を行い､名古屋･津･四日市市での色々な洋舞行事に参加しています｡｢身体賢く

の創作バレエも楽しんでいます｡
〔連絡先〕　〒510･0944

四日市市笹川3･76-5

和幸ビル4F　小原芳美

℡･F22･4782

頭は丈夫にすれば､心も柔らか-美し-なる｣をスローガンに､私の在所四日市が元気になるようお役にたちたいです｡
〔連絡先〕　〒464･0842

名古屋市千種区桐林町1･22･1

玉田弘子

℡052･764･2068



バレエ･アカデミーR♂㌦e>.<.eアカデミックなクラッシックバレ

エの指導と､芸術としてのバレエの普及を目指して､平成12年9月に創立しました｡四日市では毎週月･木･土の三回､安島のアトリエ∴ンヨジョでレッスンを行い､3歳から大人　(初級)　まで合計52名の生徒を指導しています｡

今年の7月には

j十∴∴. ∴

第1ホールで第2回の定期公演を文化会館第1ホールで行います｡
〔連絡先〕　〒475･0034

名古屋市南区春日野町26

久嶋江里子

℡･Fo52･823･0179ハマダ･キューティ-トワラーズ浜田小学校学区の育成会活動の一
環として､バーン演技で地域のイベントに参加する目｢的で､活動を始めてもう訓年以上たちます｡現在'1 1名の小学生と毎週土曜の夕方､学校の体育館で練習しています｡

そして春の桜ま

つり､夏の大四日市まつり'秋のバーン･ーワリング三重･東海大会などに出場していま
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す｡　衣装を着けメイクした可愛いダンスに参加しませんか-
〔連絡先〕　〒510･0074

鵜の森2･6･16･701号上田さつき　　℡53･0524

ナニ･ハ-エナ　オ･カ･ラウアエハワイアンの　｢アロハ･フラグル

ープ｣を'ハワイ公認名称に改めました｡　フラを通しての情操教育を

キッズ･ダンス　ファクトリー･ピース｢踊ること　(ダンス)　が好き｣　で

集まった仲間達で'平成1 3年5月に発足した新しいグループです｡子供

モットーに､ハワイの伝統的なプラを正しく理解して指導する､ハラウ　(教室)　として研鉾を重ねております｡創立は1998年1 0月で､現在の会員は子供から大人まで約80名､レッスンは毎月第2･

臣下青野悶

4水曜日に行い､毎

達　の　ヒ　ップ･ホ　ップ･ダンスのお稽古を中心に'毎週土曜に四日市ドームの練習室で'少年少女52人を指導しています｡

市民文化

祭や色々の

年の発表会の他'各種イベンーに出演してお-ます｡
〔連絡先〕　〒510･0954

釆女町440･7　　竹内喜代美

℡48･0005

イベントに出演していますが､輪
(和)　をもっと大き-できるようパ

ワーアップに努めています｡
〔連絡先〕　水谷　綾

℡･F32･1032

バトン･メイツ･フエニック幼稚園児から社会人まで　｢明る-

楽し-｣をモッー-に､バーンの練習に励んでいます｡

バトンを通して

の情操教育を日的とし昭和46年にグループを結成Lt　現在はあさけプラザと桑名'東員に教室を持ち'60名の会員を4名で指導しています｡練習成果は大四日市まつ-など色々なイベント

てん　　　　　めい　　　　　カし

ど　　っ　　天　迷　会
身近にある星空に親しんで貰おう

と'地元の有志が集ま-､1994年12月にグループを結成して､天文教育の普及活動を続けてお-ます｡

会員は主に20代前半の青年20人

に参加し'ご披露していますが､バーンーワリング全国大会出場を目指し頑張っています｡
〔連絡先〕　〒510･0076

堀木2･2･5　　佐野仁美

℡53･1682

で'三重県民の森などを会場にして'毎年2回程度の天文観望会などの主催行事を行っ　ており､他にも幾つかの依頼行事を組み込んで､色々な形での天文普及活動を実施しています｡
〔連絡先〕　〒510･8001

天力須賀2･16･4　水谷雅寛

℡･F･64･7649



う　つ　べ緑の少年隊自然に親しみ､自然に学び､地域

に貢献する目的で､昭和59年4月に結成しました｡現在'指導者5人が6人の小学生と毎月1-2回内部地

高花地区緑の少年隊野や山の緑に親しみ､自然の中で

違った学年の友達と仲良く､楽しく活動する中で､みど-豊かな自然が､私達人間の生活にどんなに大切かを

区の自然観察会　(蛍や水生昆虫､春の七辛)　など､地域を知る体験学習を実施し､年度末には活動発表会大会をしております｡

今年は2月

に久居で行わ

学ぶ--そんな活動を隊員1 7名'指導者6名でやってきました｡結成したのは昭和63年4月で'今後も自然に学び､汗して働-ことを

さくら　みどりの少年隊地区の子供達を､自然との体験活
動･体験学習を通じ､縁を愛し縁を守-育てる心豊かな人間性を持つ､健康で明るい社会人となるよう育成したいと願い､1982年6月に少年隊を結成しました｡　現在'49名の隊員と指導者13名で植樹活動など自然との色々な体験活動の実践に励んでいます｡

毎年2月頃

行われる､三重県連盟主催

れた､県の発表大会に参加し､全国大会に出られることになりました｡
〔連絡先〕　〒510･0961

波木町389･98　大西美路子

℡･F22･8989

通して'郷土を愛する活動を続けてゆきたいと願ってお-ます｡
〔連絡先〕　〒510･0945

高花平5･-･52　則竹正俊

℡21･4805

の大会に参加し'活動成果を発表しています｡
〔連絡先〕　〒512･1211

桜町5292･4　中村明

℡26･3599

こどもエコクラブ持続可能な社会を作る為に､2 1世

紀を担う子供達が､環境を大切にする意識を持てるようにする目的で､1995年4月に発足した'環境省所管の全国的な活動意識で､現在四日市市には47のクラブが有り､会員
(小･中学生)　了満州過JWい

938人'サポーター(指導者)100人が､身の回りの環境学習･環境に関する様々な自主活動をしています｡　このクラブには､小･中学生なら誰でも参加できますので､ご連絡-ださい｡
〔連絡先〕　〒510･0093

本町9･8　本町プラザ4階

四日市市環境学習センター

℡54･8430

私たちの文化協会の評議員会

(総会)を見学しませんか

日時　4月27日　(土)

午後1時～4時

会場　四日市市文化会館

第3ホール

内容
午後1時～

･加盟団体の紹介･市民文化フェスティバル受付･ー-ク　｢元気って何｣
午後2時～

･評議員会
午後4時～

･第1回理事会終了後グリル四日市にて懇談会

(会費1500円)

公募写真｢なばなの里｣

万古町　渡辺一範氏の作品

会員および一般市民の原稿をお待

ちしております｡文芸･歴史･提言･情報など､そして写真･イラスーも歓迎



四　日　市

柳　会

どの彩にしようか発てない始発駅世直しに嘘も並べた数え唄軽いジョークを隠しゆっ--茶をす､る芸術のーリックなんだ紅椿本心はつ-り笑いの底にあるスーパーへ母七草を摘みに行-八起目の挑戦ハードル低-して嫁姑妻母捨て､冬眠中玉手箱大好きな詩一つ入れ元旦に今年こそはと又思う己が影を踏みつけ初春の日高し紙パック酒に情緒がないという雪景色名画ばかりで色を追う掌を合わす思いそれぞれ熱くなる松緑-変わらぬ如-我が心
l里壕今年も越えて塩をつ-

橋爪吉五郎有村正　則加藤昌良森　　繁生坂井　　兵伊藤せ　き矢　田照子山本美智子川崎はつ子森よ　し　ゑ松本きりり原さと　子樋口恵美子波部裕具子山　田　　龍村山たけ子

手さぐ-の袋小路にも朝が-るゆるい結び目枯れ野までひきずって宇宙の神秘へ小さな自分を知る幸福論にでしゃばりすぎるルイヴィドンさあ春だ梅がさ-らにささやいたすぐぞこの春が掴めぬ物忘れたのみ事ふところいっぱい初詣カレンダー今年も花は咲きますか寄せ植えにうっすら初雪小正月春という言葉のそばへ寄っていく高齢化鬼もよろよろ春の宵その先は見えず転んで柊の果て手を振って別れの辛さ切りすてる
一杯の地酒お膳をなごませる

始めから買わぬつも-で試食する春はそこ雪解け水で首洗うケータイが軽い命を呼びにくる原色の花がカラカラよく笑う砂時計だけが知っている春の冷え

城童弘子小河柳女井垣和子位田悦子松岡華風菱川麻子矢田はるみ坂崎よし子内山サカ枝堀かず美松井潮音伊藤多恵村山　　了榊原良郎矢田　　哲高橋　　忠樋　口　　仁乾　　和郎保地桂水

文化団体指導者研修会

十二月八日

大津市文化連盟との交流

滋賀県大津市は､四日市市とほぼ
同人口であるが､その歴史的比重は大き-'又､世界遺産を始め多くの文化財や社寺を擁する､優れた文化の町である｡

平成十三年度の指導者研修会は'

その大津へ四十五名で訪れ､交流と見学で充実した一日を持った｡

午前中は｢琵琶湖博物館｣へ寄-､
新鮮な感覚で展示した豊富な資料を通して､滋賀県の先史時代から現代に至る自然史･文化史を楽し-学び､大津港で昼食後'大津市役所に入る｡

会場の視聴覚研修室には川合副会
長　(川越会長は葬儀出席でご欠席)以下十名の代表の方々が迎えて-だ

さり､早速'交流会に入る｡

川合･木村両代表の相互挨拶後'
双方具体的な活動事例を交えての報

一告を行った｡

前半は大津の
報告がなされ'大津の文化連盟は､俳句･華道･洋舞など22の芸術文化団体

日と､地域別23の

文化団体とで構成され､その概

況については川合会長と菅沼幹事長から話され'事例としては松田事務局長が瀬田東地区を､川合副会長が坂本地区の状況を報告され､親子劇

場'読書グループの説明もあった｡後半は四日市から全般的に塚田･西村両副会長が説明した後､あさけプラザを中心とした文化団体協議会の活動を芝田会長が'文化振興財団を中心に多-の文化団体や専門家が協働して実現する市民オペラなどを塚田が､能楽連盟の活動を加藤氏が､郷土の先駆者の劇化上演などを山本理事が発表した｡

予定の2時間が過ぎて意見交換が
出来なかったのが残念｡

見学に移り｢大津市歴史博物館｣

と　｢びわ湖ホール｣　の大ホールに感嘆し､四時五十分帰途についた｡

大津では多-のことを学んだが､

地域での地道な文化活動のありかた
(大津では各町に文化委員が居る)

も､四日市の今後の大事な課題と考えられる｡　　　　　　　〔塚田〕



新春のつどい'
盛会でした

～文化人100

余名が交歓～

去る1月20日　(日)　都ホテル四日

市｢伊勢の間｣　で､"新春の集い"を催しました｡定刻の4時には､今回のゲス-の一人のピアノ演奏が始まり'出席者一同はしばし"早春の調べ"に聴き入りました｡

そして司会の紹介で当協会の石田
克久名誉会長の音頭で　｢四日市のさらなる文化発展を願って｣元気よ-

"乾杯"を唱和しました｡
今回は'市長を始め市会の議員さん'市民文化フェスティバルの参加者の皆さんにもお越し頂きました｡

市長からは'温かいメッセージを

頂戴し､当協会役員､団体代表者達

工.∵｣立二･
は気持ちを新たにした次第です｡

最後は'

会場の手拍子を交えてのフラメ　ン　コの踊-で賑やかに幕とな-ました｡本催し､

年の始めに文化団体が気軽に集い歓談できる場として､大いに広めたいと思っています｡

〔西村邦彦〕

公的支援の
あり方を問う

-市民文化

討論会を開く-

昨年は　｢高齢化と文化について｣

市内で活躍する諸氏に将来の展望などを語ってもらった｡

今回は'市民を代表する市会議員

さんの文化振興についての思いを聞かせて頂-ことにした｡

市会にはスポーツ･文化振興議員

連盟があ-､その役員さんの中から4人'小林博次･石川勝彦･笹岡秀太郎･毛利彰男さんの､ご出席を頂いた｡

コーディネーターは四日市大学の
丸山康人教授にお願いした｡

パネラーの皆さんからは､｢四日

市の街にも良さがたくさんのこっている｣　という熱い思いを聞かせて頂いた｡｢文化ビジョンには､マスタ
I~ーmTT~｢~-　p I

㍉守∴ここ
-プランが必要､まず市民が主体性を持つことから始めないと--｣｡とのご指摘もあった｡

｢文化都市づくりの展望が少し見えてきたよ､つに思う｣　と､丸山先生に結んで頂いた｡

討論会は市民や当協会会員約100名が参加'討論会にも加わった｡ちょっと心配していたが'もっとこのような機会を持つことの必要性を強-感じた｡〔西村邦彦〕

よくぼり七福

京都の初詣で
2月24日は晴天に恵まれ､近鉄駅

西口を8時に出発｡木村理事長の挨拶の後'各部門代表者の活動内容の紹介がある｡朝粥定食を楽しみにしていた所'連絡の行き違いで時間調整が出来ず'おにぎりを買い占めるというハプニングに見舞われた｡その代わり帰りにうどんをご馳走になれるという事で'平安神宮へひた走り｡予定通-到着､早速の参詣で､応天門を潜ると広い前庭の向うに､左右の歩廊を従えた大極殿の優美な姿｡碧い瓦と朱塗-の柱がとても美し-､平安京の昔を忍ばせています｡応天門の前には東映太秦映画村の役者が､がまの油売-の口上に人垣が

出来笑いを誘っていた｡境内は沢山の露店で賑わい､威勢の良い声が飛び交っていた｡昼食に行-時になり'集合時間になっても3名戻らず'またハプニングで迷子が出てしまい'やっと戻って来られた時の安堵｡急いで昼食場所のアミタ本店へ｡食事の前に京七味作-の体験　(小さな摺り鉢に材料を入れて軽-混ぜ合わせるだけの作業)　をした｡｢決して道具は持ち帰らないこと｣という言葉に一同爆笑｡湯豆腐を頂き､先ほど作った七味を振-入れて食べると大変美味でした｡

食後､下の階に降-､土産物を買
う人､見るだけの人､先にバスに乗る人'様々で､次のコースへ｡

先に伏見稲荷に行-事になり､未

の色も鮮やかに立ち並ぶ社殿､トンネルのように続-鳥居の列｡ここで



は焼鳥に小雀の丸焼きが名物という事で､食してみたが､美味しく思わなかった｡最後に京刺繍の美術館へと向かい､豆腐のデザ1-を頂き､館内の日本刺繍を見て回った｡作品の素晴らしさにしばし時を忘れた｡

帰路になり'

車中でビンゴゲームをし､全員に景品が有-で大いに盛上がりました｡

亀山のドライ

ブインで'約束の大きな海老天の入ったうどんをご馳走になり'全員無事帰宅でき楽しい旅が終-ました｡

〔杉田軍次〕

《編集後記》私たちのまち四日市で'次世代の

文化活動を継承し創造してゆ-'青少年の文化活動グループを広-ご紹介する｢四日市の若い芽｣特集号を企画し､発行することができました｡

この度の情報収集には､教育委員
会'地区市民センター､幾人かのリーダーなど多-の方々にご協力頂き､学校のクラブ活動などは除く52のグループとコンタクーLt応答の寄せられた40グループを掲載することが出来ました｡

他にも活動グループは有ると思い

ますので､新しい情報が有れば文化協会までお寄せ-ださい｡
ご紹介したグループからはたくさ

んの資料などが寄せられましたが'限られた紙面の関係で要約文になったことをご了解願います｡

この特集号が市域での活動概況を
伝え､相互啓発や参加の手引きなどに活用頂ければ幸いです｡〔塚田〕

●お願い

障害者の方々と'介護者の方々をペア

でお招きする､プレゼント･チケッ-をご提供-ださい｡何枚でも結構です｡

事務局へご送付願います｡パッション第十七号●発　行●発行人●編　集●発行所

平成14年3月3 1日木村道山文化協会広報部会
塚田盛久　石井冠山本郷信輔　石松　延赤井重規･加藤愛郎初田友子

四日市市文化協会

〒五一〇-〇〇五七四日市市昌栄町二一-一〇電話･FAX〇五九三　(五一)　三七二九

再生紙使用

Olご肌P JA

●利用料なし

●夜1 1時まで営業

●月会費5,500円より

●自慢の露天風呂

●テニスドームだから

日焼けなし日

◎オリコt:Pスポーツクラブ

㌔0593-32-4848


